なくそう貧困。命の水を！
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日夜、朝日新聞阪神支局襲撃事件の
害は子どもやお年寄り、貧しい人ら

歩前に踏み出したのです。戦争の被

ねばならない事がある、と信じて一

現場から記事を送りました。散弾銃
にしわ寄せられます。シリアから多

Ａ君―。小生は１９８７年５月３

を持った覆面姿の男が支局に侵入。
くの人たちが国外に脱出しています

Ａ君―。お元気ですか。年頭のご
「プライベート・ウォー」（マシュ
歳）を殺害、

ＪＡＦＳ会員綱領
私たちは、世界の平和と
人間の基本的人権を守るた

ト、メリー・コルヴィンの生涯を描
生は当時、社会部の宿直班。現場に

もう一人に重傷を負わせました。小
ヴィンさん、山本美香さんはその窮

どまるしかすべがないのです。コル

界に広げます。

と連帯」の輪をアジアと世

め に 人 々 と の「 友 情 と 信

いた作品です。エール大学卒。ＵＰ
駆け付け、血だまりのソファのそば
状を世界に訴えようとしたのです。

月に公開された映画

ー・ハイネマン監督）からはじめま
小尻知博記者（当時

Ｉ通信で警察担当記者を務めた後、
で鉛筆を握っている最中、「支局を
Ａ君―。リタイア後、小生はご縁

挨拶は去年

す。アメリカ人の女性ジャーナリス

英国のサンデー・タイムスに入社。
爆破する」との脅迫電話があったの
があって「アジア協会アジア友の

かかる目的をもって私た
ちＪＡＦＳ会員は以下のこ

一、より人間らしい地球社

とに努めます。

井戸堀、植林などの活動を続けてい

会の創造をめざします。

ませんが、何よりも現場を大事にす
ること、人が人として生きる権利
（人権）に目配りするという二つの
点で共通するものがあると思いま
す。事務所は大阪・肥後橋にありま
す。気軽にお立ち寄りください。

して世界にライブ中継しました。
弾が仕掛けられる事件が起きていま

２５４本のクギを詰め込んだ時限爆
三重県生まれ︒１９７０年、神戸大

ほっけ・としろう

● プロフィール ●

「今日、幼い子に爆弾の破片が当た
す。いずれも未解決のままです。戦
長、地域報道部長、大阪本社代表室
長、朝日ビル社長を経て２０１４年

球資源を大切にします。

一、生活の無駄を省き、地

に守ります。

一、地球の自然環境を大切

幸せに奉仕します。

一、アジアと世界の人々の

ます。戦場取材のような危険はあり

困のない一つのアジア」を目指して

伝いをしています。ＪＡＦＳは「貧

が、お金のない人たちはその地にと

レバノン内戦、湾岸戦争、チェチェ
を今も鮮明に覚えています。４カ月
会」（ＪＡＦＳ）の雑誌編集のお手

レビに散弾が撃ち込まれる事件、翌

頼」に基づく「理解と協力

ン紛争などの現場を駆け巡り、スリ
後には朝日新聞名古屋本社の寮のテ

眼を失明。海賊のよ
うな眼帯をまいて
取材を続けた伝説
の戦場記者です。
２０１２年２月、内
戦下のシリア・ホム
スのババアム地区に
駐留して反政府勢力
を取材。政府軍に包
囲された２万８千人の市民の過酷な
年３月には静岡支局の駐車場に

り、小さなお腹を波打たせて死んで
争取材や政治の腐敗、犯罪報道など

状況をＢＢＣ、ＣＮＮ放送などを通

いきました」。その数時間後、政府
で命を落とした記者はこの 年だけ

2
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巻頭言／ＪＡＦＳ綱領

学経済学部卒︒朝日新聞社会部次

軍の砲弾を受けて亡くなりました。

以上

ださい。法人税は損金の額に算入することができます。相

27

を選択できます。本会発行の領収書を添付して申告してく

｢環境コラム｣

確定申告の際、税額控除、所得控除のいずれか有利な方

26

上の優遇措置（寄付金控除）を受けることができます。

｢里子の笑顔｣｢アジアの友から｣

は、申告によって、所得税、法人税、相続税について税制

24・25
新入会員紹介・領収報告

ています。ＪＡＦＳへの寄付金や会費（社員会費は除く）

ル／バザールカフェでJAFSをＰＲ

で７００人を超えています。

深めた／天気に恵まれチャリティーバザー

年８月、やは

ティーコンサート／みんなで出展、きずな

歳。半年後の

い の ち

一、これらの奉仕活動を通

成へ協働フェスタ／瀬田敦子さんチャリ

享年

を受け、公益社団法人になりました。

45

からＪＡＦＳ理事︒﹁和歌山カレー

22・23

ＪＡＦＳは内閣府より公益社団法人としての認定を受け

して、自分と他人の生命

｢JＡＦＳプラザ｣＝国内の活動

本会へのご寄付は、寄付金控除の対象です

毒物混入事件﹂のスクープで日本新

12・13

Ａ君―。世の人は「そんな危険な

井戸寄贈報告

りシリアで内戦を取材中の日本人ジ

20・21

目次

ランカの内戦を取材中に被弾して左

日本国内でも、各地でチャリティープログラム、自然環

｢われらJAFSの仲間たち｣②

広がり、友情のネットワークが形成されています。

の価値を高めます。

19

アフガニスタン、さらに西アフリカのブルキナファソにも

｢新・The 社会貢献｣法人会員紹介

マー、ラオス、中国、ベトナム、モンゴル、パキスタン、

15～18

ングラデシュ、タイ、マレーシア、フィリピン、スリラン

作文・スピーチコンテスト優秀作

海外との交流・協力活動は、インド、インドネシア、バ

14
未来を見据えてJAFS40周年記念式典

カ、ネパール、韓国、カンボジア、シンガポール、ミャン

聞協会賞、長期連載﹁この国の足

活動しています。全国都道府県認可の社団法人取得第１号

場所に行かなければ良いのに」と思

10・11

ャーナリスト、山本美香さん（ジャ

荒れた泉を救う闘い―インドネシア

うかもしれません。しかし、亡くな

07・08

団体です。2012 年４月１日からは、内閣総理大臣の認定

音﹂で坂田賞を受賞︒

バリ島の｢今｣を巡る

2033基）や植林（累計255万本)、子ども教育支援を中心に

09
ネパールの水インフラ現地報告

12
歳）も政府

●

04～07

と思える社会を目指し、2019年3月現在、井戸建設（累計

｢貧困からの脱出｣めぐって論議

アジア18カ国に井戸を贈る国際協力団体（NGO）で

った記者たちは命を賭しても報道せ

主な目次

https://jafs.or.jp

アジア協会アジア友の会
常任理事

特集＝｢リーダー育てる教育｣セミナー
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法花 敏郎
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アジア協会アジア友の会とは
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伝説の戦場記者
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3

境プログラムなどを行っています。

国際化めざして｢カラフル松原｣／SDGs達

88

伝説の戦場記者
●

続税は最寄りの税務署などにお問い合わせください。
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す。1979年に大阪で設立。誰もが生まれてきて良かった

56

軍の銃撃を受けて死亡しています。

アジアネット

月８日から４日間、インドネシア・バリ

ライ・ウタマ学長が開始の合図を告げ

法花 敏郎）

済発展のかかわり」であり、教育の向

「ディアナプラとはサンスクリット
から順に豊かな英国、アメリカ、カナ

年の世界の国別の教育ランキングは上

上は経済の発展をもたらす。２０１８

セミナーの会場はバリ島南部のディ
語で瞑想の聖地という意味です。この
ダ、ドイツなどとなっていることに触

る大きなドラを叩いた。

アナプラ大学とホテルの会議室。イン
地で皆さんの活発な論議を期待してい

カ国から 人が参加

ド、日本、インドネシア、カンボジ
ＡＦＳ（アジア友の会）シンガポー
重要性を強調。アメリカの公民権運動

が欠かせない」と教育の果たす役割の

ル代表であり

年間の教師経験のある

れ、「貧困からの脱出には教育の向上

ます」とあいさつ。

人が
活動家・マルコムＸの言葉を引用して

カ国から

ンガポール、バングラデシュ、フィリ

ピン、マレーシアの
エドワード・オンさんが「人々を貧困

「教育とは未来へのパスポートであ

参加した。
から救済する教育の役割」について講

日朝、ディアナプ
る」と述べた。

月
演した。エドワードさんは「私たちは

ウダヤ大学のＮ・Ｄ・プトラ教授は

２０１９年

ラ大学のホール。ピンクとブルーのあ
教育を通して知識や情報を学び、仕事

療に詳しいアユーラ農業大学のワッシ

人の

でやかな民族衣装に身を包んだ

場料、駐車場などの観光収入はうなぎ

ャ・タプリィ教授は「家族と地域の健

「グローバル時代の地域のリーダー育

のぼり。ところが、観光地への恩恵を

康を支えるハーブの利益」と題して講

につき、他者と対話し、技術を磨く。

大学生が歓迎の民族舞踊を披露した。

調べると、地域のリーダーがしっかり

演した。それによると、薬用植物を用

成」について話した。それによると、

しているかどうかで大きな差がある。

いるインド大陸の伝統的医学のアユー

パン屋さんから農漁業、介護、配達な

夕日が美しいヒンズー教のタナ・ロッ

ルヴェーダ、ヨガ、ユナニ（イスラム

バリ島の観光客は年々増え、国内外合

ト寺院は地方の役所と業者が地元そっ

医学）などの自然医療が政府の認可を

どあらゆる仕事に必要なものです」と

ちのけで入場料、駐車料金、店舗のテ

受けている。最近、現代医学を補完・

わせて年間１２００万人にも達し、入

ナント料収入をすべて独占していた。

なった。これに伴って薬用植物の需要

代替する医療として注目されるように
年前からよう

も増加し、世界中の植物性薬品の貿易
高は年間３兆５千億円に達する。
アジアは薬用植物の宝庫で、生産高
％を占める。アメリカ、ヨ

ームの最初から村人たちが会議を重ね

グリーンのパンダワビーチでは観光ブ

ンキーフォレスト」や海がエメラルド

紹介した。自然医療に使えるこれらの

病気の治療に使われる薬草や栽培法を

る。タプリィ教授はスライドで様々な

ーロッパ諸国、日本に輸出されてい

は世界の

て対応を協議した。地方の役所が口を

「アジアの村にビジネスチャンスが

植物や木の葉、根っ子、果物などを製
みを確立した。入場料などの収入は地

やってきました。薬用植物は家族や地

出す前に管理を地元に一元化。これに

元の宗教行事、子らの奨学金に使わ

域社会の健康を守り、貧困から救う有

ビーチのようなラッキーなケースにな

光地がたくさんありますが、パンダワ

プトラ教授は「バリにはほかにも観

は人間の体に優しい」（タイ）、「医

げた。参加国のメンバーからは「薬草

場調査と組織化された栽培方法」をあ

が取り組むこれからの課題として「市

力な手段です」とタプリィ教授。地域

るとは限らない。観光資源を管理でき

貧困層を救う教育の取り組みを各国

が上がった。

進すべきだ」（カンボジア）などの声

でもあるので、ＮＧＯはその活用を推

療費は高い。薬草は身の回りにいくら

薬草とハーブの専門家でインドの医

豊富な薬草の活用を提言

た。

るリーダーの養成が必要です」と話し

ましがられている。

れ、観光資源のない他の村からうらや

薬会社に持ち込めばお金になる。

他方、７００匹のサルが住む森「モ

割は今も地方の役所の収入だ。

つのお寺に入ることになった。残る

やく収入の４割が地元の複数の村、二

るなど抗議した結果、

これに不満な地元の人たちがデモをす

指摘。とりわけ重要なのは「教育と経

アジア国際ネットワークセミナーに11カ国から集った参加者たち

＝2019年10月８日、インドネシア・バリ島、ディアナプラ大学

4
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バリ島でアジア国際ネットワークセミナー
回アジア国際ネットワークセミナー」が２０１９年

アジアの貧困層を支援する「公益社団法人アジア協会アジアの会」（ＪＡＦＳ）がアジア各国の仲間を集めて明日へ
の課題を話し合う「第
周年を迎えた節目の年のテーマは「貧困から人々を救済し、地域社会のリーダーを育成

観を育む教育の継続などに取り組むーとの大会宣言を採択した。（ＪＡＦＳ常任理事・広報企画委員長

りを持っていることを確認。活動目標として①基礎教育の重視②貧困層への知識と技術の伝達③思いやりと人間の価値

にしよう」との提言があり、高原のハーブ園を見学した。大会は教育の在り方が私たちの暮らしや人生と密接なかかわ

寮の運営など様々な取り組みが報告された。講師から「アジアに豊富な薬草やハーブの栽培を、貧困から抜け出す手段

する教育の役割」。学校やトイレの建設、貧しい子らの教育費を支援する里親制度、遠隔地の子らの受け皿となる学生

島で開かれた。ＪＡＦＳ創立

29

ア、スリランカ、タイ、ネパール、シ

96
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8

アジアネット140号
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アジア国際ネットワークセミナー

40
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11

より観光の収入はすべて村に入る仕組

44

7

アジア国際ネットワークセミナー
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5

11

「貧困からの脱出」めぐって論議

教育は未来への
パスポート

えたら、やはり牧師の村上さんから
「教会のみならず社会に役立つ牧師な

れと教えています」と語った。「地の
塩」とは腐敗を防ぐ塩のように「社会
れ」と言われた。その後、ネパールで

介した。
タイ・バンコクにある、都会の大学
や人心の純化の模範（手本）たるこ
開かれたネットワークセミナーに参加

が報告した。この中でカンボジアＡＦ
Ｓ事務局長のロン・チョーンさん（写
に通えない僻地の学生のための学生
と」との意味だ。

へき

カ所の幼
寮、キリスト教学生センター（ＳＣ

た。「村上さんのあの一言が私の人生

たリーダーの養成を目指して

念、自由」の精神を身につけ
時のディレクターを務めたコーソン・

ットワークセミナーがタイで開かれた

１９９０年、第１回のアジア国際ネ

りはありません」と語った。

ました。この間に培われた友情に終わ

ている。「多くの人との出会いがあり

きたロヒンギャ難民の支援活動を続け

宣言を採択した。宣言は貧困をなくし

力と連帯の強化④思いやりと人間の価

る。同センターのラヴィ・ボ
ルで初めて会った時の思い出を披露。

いてバリにやってきた村上さんとホテ
す――をあげている。

セージを広めるてＡＦＳへの参加を促

２０２０年の第

トワークセミナーは
で開かれる。

回アジア国際ネッ
月にスリランカ

人家族だ。

はイブジェローさん（
人と夫の

）。子ども

㌶の水田でコ
メを作っていたが、海面上昇によって
田んぼは砂と塩水をかぶった。耕作放
棄し、今は祭祀の飾りや飲食物を売っ
て糊口をしのいでいた。
「ここにはとても美しくて長い浜辺
があった。あのころから、海はどんど
ん近づいてきた」と彼女は言った。売
店のすぐ近くに海岸浸食の注意を呼び
かける看板が立っていた。写真を撮ら
せてもらうと、イブジェロ―さんは
「来年はこの看板も危ないかもしれな
い」と言い、少し笑った。
トルカーさんは、浜辺の後背地を指
㌔にわたって長い砂浜が続

さし、「ビッグライスフィールド」と
言った。

き、一帯は水田地帯だったという。今
はどう見ても荒野だ。耕運機に乗って
作業している農夫がいた。今はトウモ
さんは「浸食は温暖化による影響だろ

ロコシしか育たないそうだ。トルカー
女性がココナツヤシの葉でヒンドゥー

う。干潮線は５年前に来た時には

㍍

の儀式用の飾りをつくっていた。名前

6
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真左）はＪＡＦＳの支援で
稚園と小学校、９カ所のトイレを建設
Ｃ）からは同寮のできたいきさつや
を設立した。スタッフは３人。これま

してＡＦＳの活動を知り、バリに財団

したことを報告。日本の里親の支援で
運営についての報告があった。同セ
つの給水パイプラインをつくっ

って参加者から発言があった。創設者
を変えたのです」と語った。

でに

の村上公彦・ＪＡＦＳ専務理事兼事務
ＡＦＳマレーシアのフランチェスカ

年のあゆみを振り返

しか大学がなく、都会に下宿できるだ
局長は「地域の抱える問題は他人に頼
さんは１９９２年にバリ島で開かれた

ＪＡＦＳ創立

知｢識と技術を 大｣会宣言

２０７人の貧しい子どもたちが学校に
ンターによると、学生寮を建設した

けの経済的なゆとりのない高校生は大
っては出来ない。問題の解決に何をす
第３回大会に初めて参加。メンバーの

通えるようになったこと、その中には
大学に進学して情報技術を学んでいる

学進学を断念せざるを得なか
べきか。それを考える能力を身に着け
献身的な姿に感動して毎年のように参

つ

大学生や保険会社のＩＴスタッフとし

った。このため、中高校生向
ることが重要であり、まさしくそれが
加し、今度で

１９５４年当時、タイでは全土に

て活躍している子などがいることを紹

けに４階建ての学生寮を建
教育だ。自らが変わらないと、社会は

回目。宗教的少数者ゆ

人を受
えに迫害されてミャンマーから逃れて

設。以来、毎年、約
変わらない」と話した。

地域に役立つプログラム（ペ
スリサン・前タイＳＣＣ所長（写真

け入れている。「信頼、信

ンキ塗り、コンサートなど）
日、大会

ーを育成するという今度のセミナーの
て地域のリーダーを育成するための今

月

右）は「貧困を取り除き地域のリーダ
テーマは素晴らしい。貧困の撲滅はす
後の取り組みとして①窮乏し疎外され

セミナーは最終日の

を寮生自らに考えさせて取り
同センターを巣立った寮生
べての問題の頂点にあるから、これか
た人々に知識と技術を与える②基礎教

組ませている。
は約４千人。教会や地域のリ
年間あるいはそれ以上このテーマ

井戸掘りや植林を手掛けるバリのホ

値観を育む活動を続ける⑤自己啓発を

育の手段と範囲の拡大③メンバーの協

東京大学の博士課程に進学し
サナ財団代表のエカ・サントサ牧師は

で突き進んでいこう」と述べた。

た者、医師となって成功し、

進め、地域社会との友情と連帯のメッ

ーエン所長は聖書の言葉を引

君はスパイスのきいたインドネシア料

宴会の料理を担当した。その一人、調

ゾート地、有機農業とリサイクル工場

ローブの植林、海岸浸食で失われたリ

参加者は期間中、ハーブ園、マング

職業を聞かれたので「牧師です」と答

周年を祝う行事で、バリの学生がお米で作った誕生ケーキ

周年

メンバー相互の交流を深める「カル

理に腕をふるった。「ホテルのシェフ

月８日にはＪＡＦＳ

を祝う行事があった。ディアナプラ大

チャーナイト」（夜の文化祭）が開か

になるのが夢です」と目を輝かせた。

生を動員。受付から司会、民族舞踊、

回生のダン・リー

加＝８・９㌻に詳報。キンタマーニ高
学の学生がお米を黄色に炊き上げてＪ

日。各国の参加者がお

は、１９９７年に開

理を専攻している

原にあるコーヒー・ハーブ園では高血
ＡＦＳの誕生を祝うケーキを作った。
れたのは

今年はスリランカで開催

圧や認知症などの予防に効く薬草を観
村上事務局長が誕生ケーキにナイフを

遠くからそのホテルを見たとき、

業した。当時は、最

海面上昇で浜辺が

月

察した。世界遺産に登録されている

１９６０年代のアメリカ映画「猿の惑

上級のリゾートホテ

ホテルの敷地に入った。海に突き出し

消え、プールが破

人の学

国自慢の踊りや歌を披露した。受け入

本を植えた。

入れ、参加各国の代表に配った。大学
ブータンの木

３０３㌶の広大な棚田、ジャティルウ

初日の

を前に話す村上事務局長（中央）＝ 月８日、ディアナプラホテル

ＪＡＦＳ

用して「地の塩、世の光とな

大学の創設者になった者もい

年前、大阪府枚方市のグループを率

幅広い分野で活躍している。

ら

11

ーダー、法律家、看護師など

10

れ側のディアナプラ大学では

組に分かれてフィールド研修に参

26

の庭にレモンと熱帯の果実がなるラン

ット寺院を見学した。

バリ島の
「今」
を巡る

星」のラストシーンの記憶がよみがえ

ルとして多くの観光

浸食で失われた浜辺
った。波打ち際で傾いた「自由の女

チは砂浜が延々と続

だ。ホテル前のビー

客でにぎわったそう

月

神」像のように、バリ島のリゾートホ
テルは朽ち果てていた。
フィールド研修が開かれた

プルの絶好の撮影ス

き、ハネムーンカッ

㌔のシュットビーチを訪れた。ディア

ポットになっていた

日、グラライ国際空港から北東へ約

ナプラ大学の講師シディ・トルカーさ

という。やがて、

たプールは斜めに傾いて崩れ、３階建

壊された。そして

ん（

てホテルの天井パネルははがれ落ち、

２００４年、ホテル
年で営業をやめた。

9
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ィと、海の神が祭られているタナ・ロ

の
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ホテル脇の小さな売店小屋の前で、

はわずか

駆体を支える鉄骨がねじ曲がってい
た。
「アランアランバンブーホテル」

＝2019年10月10日、シュットビーチ
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40
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先にあったが、いまは５～
で迫った」と話した。

㍍ほどま

葉を「地球炎暑化」に変えた。「気候

とのように一瞬で町を破壊し、多くの
命を奪う。いま同じようなダメージ
が、地球上の各所で進んでいる。それ

変動」は「気候危機」と呼び始めた。
バリ島のビーチでその言葉の正しさを

マングローブ植林地区をボートで視
察＝ 月 日、デンパサール

はじめ、ボートで周遊する観光ルート
としても活用されていて、毎月２００
名以上が訪れているそうである。

た。ここはもともと漁村であり漁業で

道路が上を走るような港湾地域であり

生育地を一周したが、空港も近く高速

や仕事もなく、村人は昼間からお酒を

す。当時の村は道がなく、人の行き来

とジーヴァンさんが出会い、村に小規

その後何年も経ってＡＦＳネパール

た。農業グループのメンバーにとって

処するかなどの話をしていただきまし

方法、病虫害の種類や、どのように対

プロジェクト●

インドラワティ村

とで農業の基盤づくりを行っていま
す。川辺の井戸水＝写真上＝をくみ上
げ、８００ｍ以上の山頂まで４カ所の
タンクを通して徐々に水を揚げる揚水
システムを建設しています。下から３
カ所目のタンク＝同下＝までの建設が
終わり、残り１カ所と高層貯水槽で
す。タンク間を結ぶパイプライン接続
の作業も本格的に始まり、水源の水が
各タンクに送られていくことがイメー
ジできます。
農業の基盤づくりとして、村で形成
月に実施しました。

した農業グループメンバーに向けて、
２回目の研修を

ジーヴァンさんが母親の故郷ボテシ

ラ設備が整っている他国を見て村の現

に行った経験もあることから、インフ

各国に渡り育ち、マレーシアに出稼ぎ

類の堆肥や土づくりについて、また村

学肥料を使用する有害性や、様々な種

タ・スベディさんに来ていただき、化

行政の農業知識習得センターからカビ

年前で

パ村で活動を始めたのは約

人が現在作っている種類の野菜の栽培

また１回目の研修で習得した有機堆

状を変えたいと思いました。

年の震災を機に里子

（ＪＡＦＳネパール駐在スタッフ
中川 寛子）

8
2020年冬

地球温暖化による気候変動はまず、

中村 正憲）

（ＪＡＦＳ会員・元朝日新聞記者

が、確実に。

は極めてゆっくりとしたスピードだ

映画「猿の惑星」の「自由の女神」

実感した。

て、そこで生計を立てていた人たちを
像は、核戦争によって破壊された姿だ

波打ち際から押し寄せてくる。そし
貧困に陥れている。英紙「ガーディア
った。核攻撃は広島、長崎で起きたこ

種類を栽培しています。胆

いと言っていました。
薬草は
石に良いカマリップスや熱を下げるサ
ンブンユニ、中には高血圧に良いもの
や認知症予防に効果のある薬草も栽培
されていました。

西田 貞之）

地域の雇用や経済にも非常に貢献し
ているようでした。
（ＪＡＦＳ常任理事

津波災害から学び
マングローブ植林
フィールド研修の一環として、デン
パサールの南部にあるマングローブの

キンタマーニコーヒーとして、ジャカ
生計を立てている地域だが、２００５

ながら、自然保護を進めているところ

飲んでいる状況でした。そこでジーヴ

模水道パイプラインを通す計画につい

新しい知識の習得になりました。

す。
地区

しい状況が前進をはばんでいました。

長のジーヴァンさんです。有機農法を

このプロジェクトの発起人は

11

アジアネット140号

ン」は昨年５月、地球温暖化という言

問しました。
代目社長のク

薬草栽培が地域をうるおす
我々は、地域産業に貢献する伝統薬
応対してくれたのは

人の従業

人まで増加してい

ヘクタール
、薬草（ハー

万円）、約６３０万円で購入

す。この土地は１ヘクタール
あたり１０００米
ドル（約
したが、既に銀行ローンは払い終えた
そうです。

ルタなどインドネシア各地、オースト
年に起きたスマトラ島沖大地震による

がすばらしいと感じた。ただ、地元の

実際、今回ボートでマングローブの

ラリア、ドイツなどで売られていると
津波災害に鑑み、津波に対する防災の

数名のメンバーで訪問し

のことです。将来は日本へも輸出した

河川から流れてくるプラスチックごみ
いく必要があるだろう。

一環としてマングローブの植林に力を
現在はＪＩＣＡの支援もあり、地元

ァンさんは村でスポーツプログラムを

てＪＡＦＳがボテシパ村の支援を始め

日、

（ＪＡＦＳスタッフ

したり、子どもたちにアルファベット

ました。そして

肥づくりは、メンバーが各家庭で実践

小学生の環境教育の場としての活用を

ネパールのシンドゥパルチョーク郡

を教えたりしました。村人がお酒を飲

支援、教育プログラムやバイオガスプ

している状況です。農業基盤をつくる

月

薬草農園とチャトル山を背景にし
て立つクリティさん＝
チュトル村

地区（旧ボテシパ

む以外にも楽しめることやエネルギー

ラントの建設、復興住宅や学校再建な

ことは時間がかかりますが、グループ

活動の中で、今回のプロジェクトでは

村）で２０１９年３月に開始した、持

を使えることなどを勧めました。また

ど様々な支援をＪＡＦＳはこの村でし

が意欲を維持できるようサポートして

大規模水道パイプラインを建設するこ

続可能な地域を目ざす震災復興支援プ

村に道や水インフラを整える必要性を

てきましたが、震災後の水脈の変動の
父親がゴルカ兵としてイギリス軍に

このように総合的な復興を目ざした

推進し、将来ボテシパ村がアグリツー
た村人が都市や海外に出稼ぎに行かな

従軍していたため香港で生まれ、海外

考えていました。

くても村で収入を得られる環境づくり

15

●ネパール
水インフラ

ロジェクトの背景や現状をお届けしま

感じ、村全体に水が行きわたることも

を目指しています。

柿島 裕）

もあり、ごみ対策を官民一体で進めて

植林地区を

10

入れてきた。

コーヒーは香りの良いアラビカ種で

10

いきたいと思います。

10

影響で、今も十分な水を得ることが難

10

草づくりのフィールド研修ということ
才です。元々は１９８

員でしたが、今は

のことです。１９８０年は

０５年からクリティ氏が引き継いだと

０年に父親が始めたコーヒー園を２０

リティさん、

2

ヘクタール
で栽培していま

ます。コーヒーは

67
55

57

で、バリ島中部の高原地帯キンタマー
ニ郡チュトル村にあるシュバ農園を訪

48

ブ ） は ２ ヘクタール
、計

24
20

アジア国際ネットワークセミナー

11

45
20

10

リズムとして発展する地域づくり、ま

10

10

ネパールの震災復興プロジェクト地から
アジアネット140号
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9

残るは１カ所と高層貯水槽

タンク３カ所設置完了

…… 海外からの報告 ……
和文と英文でお伝えします
通りの清掃活動もしました。

◆挑戦

2020年冬

活動を計画通り実現するには、多く

の障害に直面します。カリムペサンの

せる方法を見つけなければなりません

公共利用の重要性に気づいてもらえる

た。地域住民にさえ、この場所を既に

が、これには時間と忍耐が必要です。

ように、地域住民や地方政府を納得さ

何年もごみ捨て場としてきた人たちが

年にかけても政府

アジアネット140号

荒れ果てた泉 カ･リムペサンを救う闘い

ジミー・ポントー

２０１５年から
18

ＡＦＳトモホン事務局長（インドネシア）

いるので、いろいろな種類のごみが積

の関心をひくために様々な試みをしま

題がありました。泉の水を吐出する管

み上がっており、それを目にする周囲

◆カリムペサンとは

から水が正常に出ないことがあった

海外からの報告（インドネシア）

パスラテンはインドネシアのスラウ

海外からの報告（インドネシア）

したが、失敗しました。政府からの法

アジアネット140号

の人々に悪い印象を与えています。

2020年冬

り、ここに来られる人が限定的だった

11

the surrounding community.

ェシ島北部、トモホン市の東部に位置

Even though it's not optimal yet, now most of the local

19

年半ばに

provides extraordinary benefits that will not be forgotten by

も、泉の周囲の木々が何者かに切り倒

◆Results

The AFS programs had become a pioneer here that already

されました。

some people without any legal action from the government.

◆結果

is better now with an abundant supply of water.

出し始め、プラスチックごみの片付け

of 2019, several trees around the spring were cut down by

を主導しました＝同下。

local government company (PDAM). The public bathing area

また地方水道公社ＰＤＡＭにより貯

government from 2015 - 2018 but failed. Even in the middle

水池からの水の供給が始まり、何百も

used for the benefit of hundreds of families managed by the

の家庭が恩恵を受け始めました。水浴

Various attempts were also made to get the attention of the

び場も今は水が豊富でより良くなって

Water from the reservoir has started to be distributed and

います。

the sakes of public. It takes time and patience for these efforts.

ここでのＡＦＳの活動は先駆的であ

took the initiative to clean up the location from plastic waste.

り、周辺地域の人々の記憶に残る顕著

government to be aware of the importance of Kalimpesan for

な便益を既に与えています。

this place. Some young people even started to get excited and

（翻訳 ：ＪＡＦＳスタッフ 川本 裕子）

ways about how to convince the surrounding community and

※カリムペサンは第二次世界大戦中に

people around are more concerned about the cleanliness of

は、日本軍の炊事場として使われてい

implementing the programs as per planned. I have to find the

ました。

There are many obstacles that must be faced in

的措置が何も無いまま、

◆Challenges

◆対策

planting trees and regular cleaning programs.

りしました。また泉を水源に水道を設

repairing public bath facilities and waterways. We also do

し、サム・ラトゥランギ国際空港から

we build a water reservoir for supplying clean water included

1

２０１５年に私たちはここでいくつ

of JAFS sponsored by AEON Retails Worker Union Japan,

置しようにも、貧困家庭には費用がと

In 2015, we started several programs here. With the help

時間半かかります。

◆Solutions

車で約

people surrounding.

かの活動を始めました。

of garbage pile up which can have a negative impact for the

ても高額でできませんでした。

as a garbage zone for years that we can find various kinds

ＪＡＦＳおよびイオンリテールワー

Some local people even has already makes this location

このパスラテンにあるカリムペサン

about this place for the sake of the public.

◆問題点

cared for. The local government even did not pay attention

は、トモホン市最大級の泉の一つで、

Unfortunately, Kalimpesan is not managed optimally nor

最適とはまだ言えないまでも、今で

◆Problems

カーズユニオンの支援を受けて、きれ

especially during the long dry season.

残念なことに、カリムペサンは適切

which has supplied water for local since long time ago,

昔から特に長い乾季に地域に水を供給

Kalimpesan is one of the largest springs in Tomohon city,

は地域住民のほとんどが、この泉の美

installation cost is quite expensive for poor families.

いな水を供給するための貯水池を建設

properly or water distribution access is limited and also the

な管理や手入れをされていませんでし

clean water supply here. Water pipes are often not working

してきました。

For years some of local resident often have a problem with

化にいっそう関心を持つようになって

drives from International airport Sam Ratulangi.

しました＝同左上。水浴び場と水路の

Sulawesi, Indonesia. It takes about one hour thirty minute

た＝写真右上。地方政府ですら、この

Paslaten is located in eastern part of Tomohon city, North

しかし長い間、地域住民がここでき

◆Kalimpesan at a glance

います。何人かの若者たちはやる気を

Indonesia

修理もしました。周囲の植林と、従来

Executive Director of AFS-Tomohon,

泉の公共利用に関心を持ちませんでし

Jimmy Pontoh

れいな水を得ることには、しばしば問

Kalimpesan, a struggle to save
abandoned spring water

10

蛇口からも水が得られるほか、大きな
井戸に間違って人や動物、落ち葉等が
入らないよう、ふたができます。村人
たちの協力で井戸への道も整備され、
村の生活が大きく改良されました。

近くに安全な水
世紀に灌漑設備ができるまでは農業も

にある病院まで行かなければなりませ

できない土地でした。昨今干ばつが頻

ん。村の社会環境を変えるための活動

繁に起こるようになり、農業用水路か

をしている女性の自助グループが、乾

ら生活用水を得ていた村人たちは困っ

期には村の井戸が干上がってしまい、

ていました。長距離歩いてわずかな水

遠く離れた井戸まで水くみに行かねば

しか得られなかった村人は、贈られた

ならない女性や子どもの負担を軽減し

井戸により、近くで安全な水を得るこ

たいと地域のNGOに相談し、ようや

とができるようになり、地域住民の生

く井戸建設が実現しました。この井戸

活は大きく改善しました。子どもたち

によって村人たちは水による生活の困

も水くみから解放され学校に通えるよ

難から解放され、徐々にですが健康と

うになりました。

衛生の改善が図られつつあります。

得られるようになりました。井戸をき
っかけにして健康指導や衛生教育のプ
ログラムも行われるようになり、村人

マハラシュトラ州アムラワティ県カルホディ村

た。井戸ができ、安心して飲める水が

23

世帯）

治療を受けることもできませんでし

9.1

ｍ）

くに病院がなく、医療費もないため、

25

世帯）

苦しんでいました。病気になっても近

受益者：１８４名（

腎臓病や皮膚病など多くの健康問題に

【寄贈者】藤田はつほ 様
井戸形式：ポンプ式（深さ１４０ｍ）

ました。安全とは言えない水が原因の

北中部州ポロンナルワ県イキリウェア村

てため池まで歩き、毎日水を運んでい

【寄贈者】
株式会社メモス 様

の生活が大きく改善しています。
13
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62

60

マハラシュトラ州ガッチロリ県サクヘラ村

く、治療には村から25㎞離れたところ

【寄贈者】唐招提寺 様

ｍ）

水を得ることが難しい乾燥地域で、11

受益者：１５０名（

たので、強い日差しの中、長時間かけ

乾期にも干上がらない井戸ができた
村は深い森の中に位置し、病院はな

井戸形式：露天式（深さ

この村の住民は近くに井戸がなかっ

・三菱UFJ銀行大阪中央支店 普通1968711 公益社団法人アジア協会アジア友の会

世帯）

井戸水で病気の苦しみ減る

・郵便振替 00960-6-10835 アジア協会アジア友の会

受益者：２５５名（

井戸形式：露天式（深さ7.4ｍ）

■お振込み先■

井戸形式：ポンプ式（深さ

受益者：250名（47世帯）

用を１割増に変更させていただきます。ご理解ご協力をお願いいたします。

この地域はスリランカの中でも特に
かんがい

北中部州ポロンナルワ県アッカラ800村

※５年間のメンテナンス費、現地管理費を含む概算です。※現地資材費高騰により費

インド

【寄贈者】全国レディース中央会 エル・プラス大阪 様

■井戸１基の建設に必要な費用■（2018年4月現在）
インド＝60万円
フィリピン＝33万円
カンボジア＝28万円
スリランカ＝22万円
ネパール＝17万円（パイプライン＝25 ～ 150万円）
バングラデシュ＝浅井戸22万円、深井戸55万円

村

に入るようになりました。井戸の横の

世帯）

47

て、干ばつ時も心配せず安全な水が手

井戸の寄贈にご協力ください。あなたの力がアジアの人々の
命を助けます。ご寄贈者に完成報告書、写真、パネル写真を届
け､ 現地の井戸に、ご寄贈者のネームプレートを設置します。

みなさんのおかげで

ていました。今回完成した井戸によっ

なくそう貧困。命の水を！

ができた

こり、村人の生活に大きな影響を与え

詳しくはアジア協会アジア友の会
☎０６︱６４４４︱０５８７ へ

今の気候変動により干ばつが頻繁に起

ご寄付には
税の優遇措置が
受けられます

井戸

井戸は十分な水量がなかった上に、昨

中部州キャンディ県ナゴラガマ村

であるこの村で、従来から使っている

受益者：２０６名（

人口543人の90%が貧しい小作農民

安全で衛生的な水を確保できないアジアの
地域に井戸ができて生活基盤が整い、自立へ
一歩踏み出せるようになりました。ご寄贈く
ださったみなさまに感謝申し上げます。

【寄贈者】大山利子 様
井戸形式：露天式（深さ５ｍ）

スリランカ

干ばつ時にも蛇口から水が出る井戸

水くみが近くなり仕事ができる
社会的弱者である少数民族や低カー
スト層の人たちが住む貧しい村です。
農業や養鶏が生計の中心ですが現金収
入が少ないため、男性は出稼ぎに行
き、村の経済は女性が守らなければな
りません。遠距離の井戸への水くみは
非常に時間がかかり、労働時間を減ら
すことになり、低所得の村人たちには
死活問題でした。経済面から家族を支
え、子どもが教育を受けられる環境を
作っている女性の自助グループが、こ
の窮状を地区のNGOに訴え、ようや
く井戸建設が実現しました。

井戸ができた村

井戸ができた村

アジアネット140号
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作文コンテスト佳作
同
同

牧

育美さん

小野 桃果さん
牟
玲さん

政とのパートナーシップや連携をとっ
てくださり、行政側としても信頼して

いるＮＧＯである」。
外務省からは、「今後の日本のＮＧ

Ｏのなかでも国際ＮＧＯとして活動が

広がっていくことを期待しています」

との祝辞をいただきました。
ＪＡＦＳには現在、個人と組織を合
年以上にわたり、会員

わせて約２２００の会員がおり、うち

５５０以上が

として支えてくれています。こうした

支えが大きな宝です。
式典に参加できなかった皆さまから

も「根気強く地道な活動に敬意を表し

ます」「ワークキャンプではお世話に

なりました」「事務局に、海外からの
周年への

インターンを受け入れ、訓練すること

も大事と思っています」「

確かな一歩となりますように祈念しま

す」などと、たくさんのメッセージを

いただきました。改めまして、ありが

とうございました。
（ＪＡＦＳ事務局）

防災で日本の果たすべき役割を論じま

大学を訪れた体験から、産業、教育、

小野さんはタイの日本企業の工場や

演題は「日本に来て思ったこと、感じ

タンの社会人１名が特別ゲスト）。

ら計７名が参加しました（他にパキス

ム、マレーシア、中国、台湾、韓国か

校）が対象で、インドネシア、ベトナ

した。「高校生のときにアジアの人た

たこと」「アジア（祖国）と日本」の
いずれかでした。
参加者が在籍する各校などから、多

思いました」と話しました。
牟玲さんは深刻化するプラスチック

します。

×

×

賞・観客賞の要約を、次に誌上で紹介

と、日本語スピーチコンテスト最優秀

作文コンテストの佳作３点の全文

×

に感銘した」とコメントしました。

的でわかりやすくまじめな態度の発表

のレベルが高く、構成、内容とも論理

長の新田香織ＪＡＦＳ理事は「出場者

くの方が聴講に訪れました。審査委員

周年を記念し、

ごみの海洋汚染問題について考察しま
した。
♢
ＪＡＦＳは創立

「日本語スピーチコンテスト」を初め

牧さんはアジアの発展途上国支援の

アグン ヌ
･ グラハさんを最優秀賞・観
客賞に選びました。

（それぞれの見出しは、内容に則して
編集部が付けました）
整っていない地域もたくさんある。こ
れらの状況を見ると、私は途上国が発
展するにはまだまだ時間がかかるので
はないかと考える。
途上国の経済を発展させるには何よ
りもまずそこに住む人々が生きるため

として、若年者の人口が多いというこ

に発展すると言われている。その理由

ア、インドなどの西アジアは今後さら

水、食、医療、教育などのインフラが

らの国々はまだ発展途上国であり、

者にはあるからである。しかし、これ

るために必要な労働力、購買力が若年

支援しなければならない。

たちはこうした社会インフラの整備を

済的自立の壁にぶつかっている中、私

する必要がある。多くの途上国が、経

に、さまざまな社会インフラの整備を

とがあげられる。これは国を発展させ

14
2020年冬
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未来を見据えて
周年記念式典
周年を祝う記念式典を

アジア協会アジア友の会（ＪＡＦ
Ｓ）は、創立
月５日、大阪市中央区のつるやホー

ルで催しました＝写真。会員・関係者
組の方々に感謝状を贈

ら１５０名余りが出席して５７３名を
永年表彰し、
呈。これまでＪＡＦＳの活動を支えて
くださった皆さまに感謝を伝えるとと
もに、一同が、アジアの明るい未来へ
向けて、よりいっそう新たな気持ちで
取り組むことを誓い合いました。
式典では、多くの来賓から、祝辞と
励ましのお言葉をいただきました。
日本キリスト教海外医療協力会（Ｊ
ＯＣＳ）の畑野研太郎会長は「村上事
務局長がＪＡＦＳを設立・発展させて
いくにあたり、『人とのつながり』を
大切にし、人を活動に巻き込ませるプ
ロフェッショナルである」。
本会が長年加盟している関西ＮＧＯ
協議会の高橋美和子事務局長からは
「ＪＡＦＳが市民社会で果たしている
役割は大きい」。

50

ちと出会い、アジアに目を向けねばと

ことをしたい」と話しました。

大阪府国際課の大西秀紀課長は「行

周年記念式典で賞金各１

日本語スピーチコンテスト最優秀賞 観･客賞

当なし）、

ドゥイ ア･グン ヌ･グハラさん
周年を記念して作

日に大阪市天王寺区のクレ

万円と副賞（万年筆）を贈りました。

オ大阪中央で開催しました。審査の結

て、９月

文コンテストを実施しました。審査の

作文の課題は「アジアの未来―私の
道都府県から

川県川崎市）、応募当時は龍谷大学の

方策として「自分で仕事を作り出すた

国際ビジネス学科に在学するドゥイ

留学生でその後、中国に帰国した大連

日本語を母語としない国・地域から

佳作

めの教育」が必要だ、と記述。「将来

周年記念 作文コンテスト

外国語大学生、牟玲さん（遼寧省大連

募がありました。

提言」。全国

結果、近畿大学国際学部３回生の牧育
美さん（大阪府箕面市）、慶応義塾大

果、インドネシア出身でエール学園

ＪＡＦＳは創立

40

の留学生（大学・専門学校・日本語学

学法学部１回生の小野桃果さん（神奈

29

JAFS創立40周年記念式典

20

40
29

はアジアの子どもたちのために役立つ

86

市）の３人を佳作に選び（優秀賞は該

ＪＡＦＳ創立

「アジアの未来～私の提言」
牧 育美
最近、アジアの時代が到来すると言
う言葉をよく耳にする。特に東南アジ

･

573人を永年表彰｡29組に感謝状

40

10

JAFS創立40周年記念
人の応

40
16

自分で仕事を作り出すための教育こそ必要

40

作文コンテスト・日本語スピーチコンテスト
アジアネット140号
2020年冬
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40

ずかなお金で暮らす人たちにとっては

日わ

支援と聞いて最初に考えるのは金銭

ば、次の世代を雇うこともできる。

要だと考える。彼らが仕事を作り出せ

自分で仕事を作り出すための教育が必

れるとは限らないからである。つまり、

り、それが国を発展させるために必要

ている。政府は、雇用は自らの中にあ

分の仕事をつくるための勉強」に変え

さがしのための勉強」から「自分で自

の機会が生まれるのをただ待っている

途上国も取り入れるべきである。雇用

ている。これらの政策をアジアの発展

やファンドの設立などの政策を実施し

最近経済発展が急速に進んでいる国

なことだと彼らに伝えている。さら
すことで経済が自立し、アジアはさら

だけではなく、自分で仕事をつくり出

や物資の提供だろう。たしかに
これらの援助は生きるために欠かせな
いものであるのには間違いない。しか
に、政府は若者が仕事をつくり出すの
に飛躍するだろうと考える。

の一つとしてルワンダをあげると、ル
を手助けするため、職業訓練校の改革

し、私たちがどれだけお金や物資を提
ワンダ政府の政策は彼らの教育を「職

れたのだが、日本より女性が働きやす
に日本と同等の出生率であるタイで

り、少子化の一途を辿っている。さら

産業・教育・防災…日本の役割を海外で実感
いと伺い目を丸くした。ある女性は最
は、少子化ゆえに移民の問題も山積み

低賃金の引き上げに関しては、ファス

質管理の問題が企業にのしかかる。最

調である。一方で、労働賃金上昇や品

製造業に留まらず枠を広げ、収益も好

に対する企業進出の勢いは凄まじい。

い情景に言葉を失った。これがまさに

お金を求めてくる。同じ国とは思えな

囲気が漂う。片腕の少年が車窓越しに

道路に車が揺れだし、突然怪しげな雰

抜け、アユタヤに向かった。未舗装の

ネオンが眩しいバンコクの中心街を

に、百％に近い高校進学率を支える仕

の貧困実態を前例として学ぶと同時

慮する必要があると思う。日本は他国

た上で、どの教育課程を重視するか考

各地域が力を入れる産業分野を見極め

間における質の格差は残存している。

つつある。だが、財源不足により地方

アジアの掲げる理想像を緻密に描き、

近年、東アジア諸国ではプラごみ輸

驚異の事実。もはや逃れられない災害

半数はここアジアで起きているという

記憶にも新しいが、世界の自然災害の

無限の力を発揮する。世界の総人口六

三要素を取り上げた。量が質を持てば

我々がより高い質の未来を築くために

産業、教育、防災。アジアに生きる

五輪を控え日本は存在感を増す。アジ

皆で陰にも光を当てていきたい。東京

ならず民間団体や市民間に波及させ、

められる。さらにそれらを政府間のみ

行われているが、より実働的な策が求

進国のごみ捨て場ではない。輸入を禁

し、大統領はＧ

６月にプラごみをアメリカに送り返

の送り返しを発表し、インドネシアは

否、マレーシアは日本などへ不法ごみ

ンはカナダからのごみ輸送船の入港拒

大阪サミットでは、
世界の共通ビジョンとして、日本と相
互協力しながら、２０５０年までに海
洋プラごみによる汚染をゼロにまで削
減するという「大阪ブルー・オーシャ
ン・ビジョン」を共有しました。

プラごみは自然界ではほとんど分解

ラごみが新たに流れ込んでいます。

毎 年、世 界 の 海 に 約 ８ ０ ０ 万 ト ン の プ

が 浮 遊 し て い る と 推 定 さ れ て い ま す。

億５０００万トン

クごみとなって、海へ流れ出ています。

が不十分なまま膨大な量のプラスチッ

ネシア、フィリピン、タイ、ベトナ

はアジアの上位５か国（中国、インド

書によると、海洋プラごみの半数以上

国、廃棄国となっています。ある報告

界最大のプラスチック生産国、消費

経済発展をし続けていると同時に、世

化しています。アジアの国々は急速な

今やプラごみによる海洋汚染は深刻

入り込んでいるのです。

身好きな私の体内にもすでに、それは

人当たり１８９本、二日に１本の消費

ペットボトルは２２７億本に達し、一

４００億枚、一人当たり一日約１枚、

なのです。国内での年間流通レジ袋は

で世界第２位という「プラごみ大国」

器ごみの廃棄量では、アメリカに次い

第３位、一人当たりのプラスチック容

日本はプラスチックの生産量が世界

袋の量に応じた課税を始めています。

トナムは自然分解するレジ袋を除き、

ーでのレジ袋使用を法律で禁止し、ベ

そこでペットボトルを１回限りで捨て

を 一 人 で 二 日 に １ 本 消 費 し て い ま す。

先 述 の よ う に、日 本 で は ペ ッ ト ボ ト ル

私 は 新 た に 次 の こ と を 提 言 し ま す。

れています。

ーの紙製品への転換等がすでに提言さ

ティア活動、レジ袋の有料化、ストロ

や企業レベルでは、海浜の清掃ボラン

への経済援助・技術援助など。自治体

ルではプラごみ回収の予算化、諸外国

どう解決すべきでしょうか。国家レベ

私たちはこのような深刻な大問題を

されず、海洋を浮遊しながら紫外線な

ム）から排出されています。タイでは

です。

動 販 売 機 に 持 っ て 行 き、コ イ ン を 投 入

です。その長所が仇となり、回収や保管

今や地球上で合計

16
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供したとしても、その場しのぎであり
経済の自立問題を解決することにはな
らない。
私が特に力を入れるべきだと考える
のは教育である。教育をするにあたっ

終工程に配属され、信頼されているこ
で、いずれ日本もその壁に直面するだ

て、読み書きや計算を教えることはも

灼熱の太陽、漂うナンプラーの香
とが誇らしいと笑顔を見せた。依然と
ろう。貧困が理由で出産できないこと

「アジアの未来～私の提言」

り、飛び交う威勢の良い売り文句。日
して腐敗度の高いアジア諸国で、日本
も多い。悪循環を根絶する上で有力と

ちろん欠かせない。国際協力でも雇用

本とは種の異なる熱気、活気、血気。
企業が従業員を手厚く支え意識向上を
されるのが教育支援である。東南アジ

小野 桃果

入れているが、私はそれだけでは足り

不十分だからこそ、至る所に商機が転
牽引して行う。安いから低品質。こう
ア諸国では義務教育の期間拡充によ

トファッションブランドを始めとする労
大使が語気を強めた貧富の格差、「陰

組みを共有する。決して他人事ではな

の概念すら抱いていないアジアの朋友

広く共有することが急務だ。二国間だ

出大国に対しての非難が高まっていま

を生むことが良いとされ、教育に力を
ないと考える。なぜなら、学校を卒業

がっている―。バンコクに着いた瞬
した偏見を払拭する原動力を先進国企
り、幅広い階層の子供が学習機会を得

しゃくねつ

しても必ずしも生徒たちが仕事を得ら

間、新興国の潮流を肌で感じた。
業が秘めていると思えてならない。

この十年間、日本のＡＳＥＡＮ諸国

働環境改善の面で有意義ともいえる。
と陽」だと感じた。一見華やかなタイ

い貧困問題の解決策を、半学半教をも

まぶ

しかし品質の向上には、モラル意識の
には世界一とも報じられる貧困格差が

すさ

抜本的改革が不可欠だ。私は日本のバ

そして近年、貧困に加えて生命を脅

って模索せねばならない。

りうると危惧すべきだ。すでに日本は

かすのが自然災害である。私がタイの

潜む。この格差は、日本の将来像にな
先進国最悪レベルの貧困率を抱えてお

ルブメーカーＫＩＴＺのタイ工場に訪
表彰された牧育美さん（左）、小野桃果
月５日、大阪市中央区

大学で防災訓練をしたことがあるか問
と、防災ネットワークづくりを早急に

けでなく、マルチな枠組みで連携せね

す。２０１７年末に中国はプラごみの

さん（右）＝

うた時、誰も挙手しなかった。「訓練
進める。世界の将来を担うアジアの明

ばならない。現在ＲＣＥＰ（東アジア

原則輸入禁止、２０１９年にフィリピ

にどう対応するか。アジア諸国でなお
割を占めるアジアは潜在能力の宝庫で

アの課題に先立って取り組む姿は、世

で問題を解決しようとしています。

という習慣がない。窓から一目散に逃
日を守るため最優先事項として動かな

地域包括的経済連携）の交渉が盛んに

ち みつ

げると思う」。口を揃えて平然と言う
ければ、未来は語れない。

ざりにしてきた陰に迅速に焦点を当て
はなかろうか。宝の持ち腐れとならぬ

止する。」と述べました。

子供たちが泳いでいます。

大阪の最中に、「先

なければならない。日本の防災技術や

界の鏡となるはずだ。

れ、魚がそれを食べ、人がその魚を食

月、大型スーパ

どの影響により、細かく砕けて、大き

運河がプラごみで埋め尽くされ、プラ

日本はプラごみの全体量を減らしな

あだ

さ５㎜以下のマイクロプラスチックに

スチック製の袋を呑み込んだクジラが

して、詰め替えてもらうのです。５回使

な い で、洗 浄 後 に マ イ ボ ト ル と し て 自

分解され、有害物質を吸着しやすい性

がら、技術革新による代替素材の開発

韓国は２０１９年

今年６月のＧ

よう「陰と陽」両者から実情を捉え、

「ペットボトル詰め替え自販機を」

べ、人体に蓄積されます。何と、お刺

20

20

死に、フィリピンではプラごみの海で

プ ラ ス チ ッ ク は と て も 軽 く て、丈 夫

牟

玲

使い捨てをやめ、
プラごみ輸出大国返上へ

意識は極めて高度なものである。防災

りつぜん

姿に慄然とした。フィリピンの地震が

10
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1

％ 減 る の で す。企

っ て ６ 回 目 に 捨 て る な ら、全 世 界 で ペ
し て も ら う の で す。料 金、衛 生 面、補 充

行自販機の横に新自販機を併置したり
い 捨 て が 激 減 し、海 洋 プ ラ ご み 汚 染 ゼ

しょう。そうすれば、ペットボトルの使
そのため日本人が時間に対して非常に

ば、成功する可能性は低いでしょう。

くら努力しても、もし効率が悪けれ

ットボトルごみは
ロ化にも大きく貢献できるのです。

もう、遅いじ

い、当時はその厳しさが信じられませ

「いやぁ、まだ５分前なのに…」と思

られてしまいました。そのとき私は、

ゃん、お前！」と店長に言われて、怒

「おいおい。今何時？

で、もし５分前に出勤すると、すぐ、

例を挙げると、私のアルバイト先

だと思います。

厳しく、有効活用するようになったの

体 制 等 の 課 題 は 順 次、解 決 し て い き ま

業 に は 現 在 の 自 販 機 を 改 良 し た り、現

日本語スピーチコンテスト 最優秀賞 観
･客賞

降って来ない成功を努力でつかんだ日本人
っています。なぜならインドネシア

どうしてこんなにも発展できたのでし

なのに、経済力は世界で３番目です。

積がインドネシアの５分の１の大きさ

いらっしゃらないでしょう。日本は面

の技術製品を使用したことがない方は

ここにいらっしゃる皆さんは、日本

たいと思っています。どうぞよろしく

うテーマでスピーチをさせていただき

「成功は空から降って来るまい」とい

みなさんこんにちは。これからは

て２番目は、日本人は時間を非常に大

がら働いているということです。そし

は仕事の際には常に一生懸命努力しな

とに気づきました。１つ目は、日本人

日本人の成功には２つの理由があるこ

２０１７年に私は日本に来て初めて、

させたのではないかと推測しました。

とわざのように努力をして日本を発展

がらにして天才なのではなく、このこ

意味します。私は、日本人が生まれな

は「成功の裏には必ず努力がある」を

空から降って来るまい」となり、これ

」というものがあり
jatuh dari langit
ます。日本語に翻訳すると、「成功は

糧にして、これからも努力を怠らず、

した。なので私は、今回のこの努力を

るために、たくさんの努力をしてきま

ながら、私はこのスピーチを成功させ

空から降ってくればいいのに」と思い

か。とはいえ私も、「あ～ぁ、成功は

と共に理解できたのではないでしょう

ということわざを、先程の日本人の例

今、「成功は空から降って来るまい」

ようになったのでしょう。皆さん、

して、日本人は時間を有効的に使える

ているようです。そのような経験を通

さい！」など、「早く」とよく言われ

親に「早く寝なさい！

のことわざに「

ょうか。これに対して私なりの考えを
切にしているということです。子ども

成功をつかみに行きたいと思っていま

（ドゥイ・ア
Dwi Agung Nugraha
グン・ヌグラハ） インドネシア出

今から述べたいと思います。
のころ私は親に、「アグン、勝つか負

Kesuksesan itu tidak んでした。
また日本人は子どもの頃から、よく

ある日、ある友人が私に「ねえねえ

お願いいたします。

日本人てさ、生

す。以上これで私のスピーチを終わら

国際ビジネス学科

アグン、知ってる？
けるかより、努力が一番だ」と教えら

せていただきます。皆さんもぜひ、な

身、エール学園

まれた時から天才だから、日本は発展
れました。日本人はまさにその言葉の

ぜ日本人がここまで成功できたのか

年

月に

設の資金源となるコインパー
キングの運営を
始め、天然水販
売や天然水事業
に関するコンサ
ルティングを行
っております。
今後とも水を
通じて社会貢献
していきたいと
願っておりま

18
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早く勉強しな

したんだよ」と言いました。ですが私
通りに、全力を尽くして努力していま

を、考えてみてください。

その後、東大寺のご住職が

歳で起業を目指して退 とす多くの人を救っているこ

を設立しました。

ーター」として販売する会社 エムピを創立。現在、井戸建

の天然水を「プレミアムウオ ーキングのＰから命名して㈱

ただきました。さらに富士山 私の名前である松浦のＭとパ

業本部長として勤めさせてい 援を始めました。

の会社ウォーターネットに営 通じてカンボジアへの井戸支

職し、繋がりがあった水事業 とを知り、ＮＰＯ・ＮＧＯを

年に

ンジニアでしたが、２００６ 寄贈し、不衛生な水で命を落

社・岩谷産業㈱のセールスエ カンボジアで井戸を５００基

私は元々、プロパンガス商

かて

は、「んーいや、日本人全員が天才と
す。とは言え、いくら頑張っても、い

ホステルで行われたＪＡＦＳ

況などを知ったことが大きな

● 株式会社エムピ

して生まれてきたわけではない」と思

全国ＰＨＰ友の会の拠点の
地区世話人研修会で会員拡大
についてお話をさせていただ

会を、大阪市内の上本町や梅
きっかけです。私どもの会と

コインパーキングでカンボジアへ井戸支援

●大阪松下幸之助経営を学ぶＰＨＰ友の会

ひとつとして２０１４年９月
に発足しました。現在６年目

田界隈で開催しております。
交流を活発化し、社会貢献そ

献活動や会員の皆様の交流状

いた折に、ＪＡＦＳの社会貢

名です。月例定例

ＪＡＦＳとのご縁は、既に
の他の分野で共に学び成長し

で会員は

全国ＰＨＰ友の会では募金な

会アジア友の会の理念にご賛同、ご協力くださっている法人会員を紹介します。

人目がヌグラハさん＝９月29日、大阪市天王寺区
ていければと考え、この度入
会させていただきました。

いろいろな形で社会の役に立ちたいという気持ちは私たちと同じです。アジア協

日本語スピーチコンテストの出場者たち。右から２
年９月に大阪国際ユース

＊ＰＨＰとは、
Peace and Happiness
through Prosperity
の略で「物心と
もに豊かな繁栄
によって真の平
和と幸福を実現

58
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す。

社長：松浦 正

していきたい」

☎ 090-6061-4129

2
☎ 058-231-9233

との願いから、

会長：高木孝一

松下幸之助が創

南中安松 1119-1-903

設しました。

大阪府泉佐野市

企業や労働組合、各種団体は、それぞれの理念に基づいて活動していますが、

新・The
社会貢献

31

どがありますが、私（高木）

が
18

15
岐阜市下土居2-13-1

50

のフレッシュな経営者友の会

「得る喜びより喜んでもらう幸せ」を実践

地区会 エ･リア紹介 ②

チャリティ
イベント 年
ＪＡＦＳ第８エリア

バザーや缶で
ネパールに学校

を登山して、会員の親睦を図り交流を
深めています。また富田林の地の利を
活かし、重要文化財として観光地でも
ある寺内町で毎春開かれる「寺内町ひ

枚方地区会
名から成りたっています。ひら

大阪府の枚方地区会は、枚方在住の
会員
かた市民活動支援センター（旧ＮＰＯ

なめぐり」（江戸末期から明治初期の
珍しい雛人形）を、旧家の街並みを会
センター）に団体登録して

年になり

員と歩きながら楽しんでいます。これ
ます。

ＪＡＦＳのアジア支援に協力すべく
す。引き続き応援よろしくお願いしま

活動を続けていきたいと願っていま
っています。「ぞうすいの会」や「テ

独自でどなたでも参加できる活動を行

本部活動への参加の他、枚方地区会

富田林地区会
からも皆さんと協力しながら無理なく
大阪府の富田林地区会では、地域に見
沖田 哲男）
ィーサロン」ではスタディツアーやワ

す。 （富田林地区代表

例えば、古着、雑貨などをバザーで

円ですが、高い時は

さらに夏には里山で焼肉パーティを
楽しんだり、冬は大阪最高峰の金剛山

ＪＡＦＳ第８エリアは、政令都市の
大阪府堺市を始め南海本線沿いの泉南
の市町村にまたがる広い地域である。
年程前から、会員や世話人を始め、

各種イベントを積極的に企画実施して
きた。近年、組織 会･員数など弱体化 ･
減少してきたが、それでも誇れる継続
イベントや支援がある。
地域の

年間継続している。オーナー

①新春チャリティー小品展
画廊で
の北野さんがＪＡＦＳの理念に共感さ
れ、アジア子供絵画展から始まり、作
家の作品の販売で多額の寄付をいただ
会員の田口吉三

いている。②サマーチャリティーギタ
ーコンサート＝写真

さんのギター教室の発表会にミニバザ
ーなどで参加している。コンサートは
年継
毎月第

無料ながら善意の募金がある。
続。③佐藤手芸教室のバザー
年以上継続。

一日曜の高石市のフリーマーケットに
参加。

これらからの寄付金は主としてネパ
ールの井戸建設、バイオガスプラン
ト、看護師の奨学金などに供されてき
た。過去にはインドの学校修復、フィ

います。
（枚方地区世話人

では、『ＪＡＦＳ西宮ぞうすいの会』
と名乗り、西宮国際交流デーや西宮中
央教会のバザーに毎年参加していま
す。外国人をゲストスピーカーに招い
ての「ぞうすいの会」、外国人の男性
を講師にしての「おとこの料理教室」
や多数の外国人と一般参加者が交流を
図る「アジアンパーティ」を開催し、
チャリティコンサートも何回も開いて
号まで発行しまし

きました。並行し、「じゃふしあん」
という活動報告を
た。
井戸を贈ることを活動の目的とし、
９基の井戸をアジア各地に届けること
ができました。
ただし、近年は諸事情で活動への参
加が困難になる会員が続き、単独での
イベント開催が困難になり、神戸や芦
屋地区の会員と相互に協力して活動を

してきたが、昨今、高齢化が進み昔ほ

３００名参加の大イベントを数回実施

継続がいきなり困難に。１年半後に西

し、その翌週の大震災により神戸での

のぞうすいの会が開かれました。しか

では、１９９５年１月に神戸で初めて

第６エリアの神戸・芦屋・西宮地区

と同時に、岡田さんの意思を継いで、

りになりました。ご冥福をお祈りする

さん（＝写真中央）が９月にお亡くな

あり父親のような存在であった岡田昂

立ち上げ当初から地区活動の中心で

続けています。

ど企画 推
･ 進力が無い。老若男女世代
のバランスや企画の取捨選択を考慮し

平山 隆史）

地区活動を継続・再発展していかねば
（西宮地区世話人

宮で後を継ぎ、ぞうすいの会を再び開
佐藤 満昭）

て活動を進めていきたい。
（高石地区世話人

その後、私が参加してきた西宮地区

と、思いを新たにしております。

ＪＡＦＳ第６エリア

地区の父の遺志継ぎ活動発展

天野 由紀代）

る楽しい催しを企画していきたいと思

に参加してもらえるように、魅力のあ

言葉に、これからも一人でも多くの方

「参加することがボランティア」を合

ーカソン」＝写真＝も行っています。

力を再発見できる「寝屋川・枚方ウオ

屋川地区会との共同企画で、地元の魅

また以前から相互に協力している寝

タンク）に向けて積み立て中です。

ネパールの井戸（パイプライン＆集水

井戸を贈りました。ただ今、７基目の

ャンマー１基、ラオス１基と、６基の

にネパール３基、スリランカ１基、ミ

店参加からの収益を積み立て、今まで

り、ひらかたＮＰＯフェスタ等の模擬

その参加費と経費の差額や、枚方まつ

Ｓのアジアでの活動状況を聞きます。

いて、アジアの現在の様子や、ＪＡＦ

ークキャンプに参加した会員の方を招

合った活動を展開しています。

17

くことができたとのことです。

リピン台風被災支援などで１５０～

参加することがボランティア

20
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75

販売したり、アルミ缶収集で得た収益
をＪＡＦＳを通じ、ネパールでの学校
建設資金に充てていただいています。
既に４校寄贈しました。また日本三不
日の

動の一つで「眼の神様」として信仰さ
れる「滝谷不動尊」では、毎月
縁日でバザーを行っています。
アルミ缶は、自宅に収集袋を用意
し、近隣の方々が持ち寄りくださった
ものを業者に買っていただいていま
す。当初、個人での空き缶収集は、な
かなか住民の理解が得られず戸惑うこ
ともありましたが、今ではすっかり地
域に定着しておりとても感謝していま
で

す。アルミ缶の価格は変動幅が大きく
安い時は１
円です。１㎏は３５０㏄缶で

40

個に相当します。「塵も積もれば

１㎏で
約

㎏

山となる」の精神で頑張っています。

70
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共に暮らしています。今後一層の国際

超え、大阪府松原市でも、多くの人が

日本に暮らす外国人が２７０万人を
ての人が住みよい明日の松原を一緒に

学び、交流し協力し合うことで、すべ

ッとする居場所となり、互いの文化を
や、摂津響 Saal
での瀬田敦子さんのチ
ャリティコンサートにスポットを当

で、映画「セカイイチオイシイ水」

年に及ぶ活動を紹介

て、ＪＡＦＳの

橋本 末子）

築いていけることを願っています。
（松原地区世話人

化が進むことが予想されます。これま

でのＪＡＦＳ地区活動に加え、松原在

住の外国にルーツを持つ人々と互いの

文化を尊重しながら学び合い、交流し

＝写真。うれしいことに早速︑コンサ
ートのチケットが売れ、入会を検討し
てくださる方もいました。
今回のテーマは「みんなで創ろう未
来のたかつき」。ミッションの違う団
体が手を取り合い、国連が提唱する
（持続可能な開発目標）の「誰
SDGs
ひとりとして取り残さない社会を」に
向かい進んでいこうとする姿勢は、Ｊ
齋藤 かおる）

ＡＦＳの活動そのものでした。
（ＪＡＦＳ理事

周年記念の一貫として大

瀬田敦子さんが
コンサート
ＪＡＦＳ
阪府の河内長野アジア友の会が

流の場づくりのための実行委員会を開

った方々に呼びかけました。８月に交

保護者から聞き取りの会を行い、集ま

考える場として、外国にルーツのある

した。昨年６月には私たち自身が学び

者の存在や様子を知ることから始めま

だき、外国にルーツのある生徒や保護

市内の小・中学校の先生に協力いた

いう考えに至りました。

える場づくりに取り組んでいきたいと

合える場、さらに悩みなどを相談し合

き、「どんなことで困っているか」
第
日、大阪府の高槻市立生涯学習センタ
日、河内長野市立文化会館にて瀬田敦

回ＮＰＯ協働フェスタが９月

「どんな場にすればよいか」などにつ

いて話し合い「カラフルまつばら」が
ーで開かれました。台風接近で気をも
子チャリティコンサートを開催しまし

日

スタートしました。
みましたが、お天気が持ちこたえ、会
た。

月に開いた第１回交流会＝写真＝
場前には手作り市が並びました。ステ

プに分かれて体験や日常のことまで話

々な立場のお話を伺い、後半はグルー

トのリレーメッセージから始まり、様

生さんの「ミニ町の保健室」など初参

が登場

大阪医科大学看護学部の学

て高槻のマスコットキャラ・はにたん

ージでは、子どもたちの歓声に包まれ

リティコンサートを、帰国に合わせて

れているほか、里子支援のためのチャ

ズルイ市名誉市民。里子を５人支援さ

在住のピアニストで、同国シュタブノ

瀬田さん＝写真＝は現在ポーランド

名を超す参加の中、４人のゲス

が盛り上がりました。改めて、松原市
加のブースが増え、市民の交流が一段

は、

が多様性に富んでいることを実感しま
ＪＡＦＳ高槻は活動展示コーナー

伊藤 勝）

く立ち寄った人たちと一緒に楽しいひ
と時を過ごしました。
（ＪＡＦＳ会員

年以上続けています。今回は河内長

と厚みを増した印象でした。

29

した。
外国にルーツのある人々にとってホ

時からですが、ス

のチャリティーバザールを開催しまし
た＝写真。開始は

タッフは８時前後に全員集合、会場の
設営を開始しました。当日は、お天気
にも恵まれました。
ステージの設営、屋台の準備。それ
時に開始しました。

に出演・出展をいただいた関係者が準
備し、予定通り

開始直後は、駅のデッキでもあり、
駅へ直行する人が多数でしたが、昼前
には、ブースに立ち寄る人が増え、ポ
ンセン・シフォンケーキ・おうどんな
番売れ行き好調なのはお酒類でした。

ども売れ始めました。でも、やはり一
ェスタの出展について理解し、ＪＡＦ

出演者の演じる懐かしい口笛、三味

に思います。
（ＪＡＦＳ関東 会員

小島 学）

ういうメンバーでいられることを誇り

成功させる精鋭揃いだと思います。そ

い協力して準備し、１つのイベントを

りますが、それぞれが自分の時間を使

ＪＡＦＳ関東のメンバーは少数であ

きずな

Ｓ関東の絆をさらに深めることができ

日間、東京・お台

夏の暑さのままの９月１日、大阪府

線、民謡などを聞きながら、それとな

々、訪れたいと思いました。

日の

11

野アジア友の会が、少しでも支援に協

日、京都市のバザール・カフ

バザールカフェで
ＪＡＦＳをＰＲ
月

ェ館内や庭を会場にして「バザールフ
ィエスタ２０１９」が開かれました＝
回目を迎えたお祭

写真。「様々な思い、活動、人が集い
楽しむ日」として

りです。ＪＡＦＳ京都地区として出展
し、活動紹介と、シュトーレンなどの
焼き菓子とポトフの販売をしました。
天候にも恵まれまし

会員の福井さんがつくった焼き菓子は
大人気で完売

た。多くの出会いがあり、アジア協会
の広報に努め、また支援金の協力を得
ることができました。
（京都地区世話人 柳井 一郎）

22
2020年冬

国内外の様々なイベントをＨＰに載せています︒記事についてのお問い合わせはＪＡＦＳへ＝裏表紙にアドレス、連絡先

コンサート開
催を名乗りで
た次第です。
瀬田さんの
ダイナミック
で華麗なピア
ノに、日本に
いることを忘
れ、ショパン
の生地ワルシ
ャワに導いて
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ました。

くださっている感覚に陥りました。感

‼

（河内長野アジア友の会 新谷 百代）

・

ォン（ベトナム麺）、チャイ、アジア

大東市のＪＲ住道駅・北側デッキ広場

天気に恵まれ
チャリティー
バザール

各国の品々の販売などをみんなで協力

ど当日に向けての準備や、ブン・スウ

類、出展に向けた本部とのやりとりな

るのが２年ぶりでしたが、食材や道具

真。私自身、このフェスタの担当をす

スを出展することができました＝写

ＰＡＮ」が開かれ、飲食と展示のブー

場で恒例の「グローバルフェスタＪＡ

９月

みんなで出展
きずな深めた

動に酔いしれながら、ポーランドを近

15
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SDGs達成へ協働フェスタ
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で、大東市の後援を得てＪＡＦＳ主催
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力したいと、

多様性交流めざし｢カラフルまつばら｣
して行うことで、誰もがグローバルフ
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新入会員ご紹介
月

日

ご入会感謝申し上げます。（敬称略・
２０１９年９月１日～

日

音順）

音順）

●里親会員
梅本仁美／谷口ちゑ子／三好一雄

●維持会員
●ジュニア会員
川 那 辺 操 ／ 谷 口 ち ゑ 子 ／ Teresitae 上田愛瑠
／船越健司／向出純子／鞭和夫
Sunga
●賛助会員
寺林公子

会費納入者︑寄付・物品協力者
月

温かいご支援ありがとうございます。（敬称略・
２０１９年９月１日～
なお夏季・冬季募金へご協力くださった方につきましては、
１年後の夏季・冬季に別紙で報告させていただきます。

●ジュニア会費
上田愛瑠

沖野雅一／越智和子／小原俊之／角谷
道子／片田欣三／加藤朝子／加藤紀子
／鎌田重明／神谷尚孝／岸野亮淳／喜
多榮子／北野与志江／北原祐司／木村
直子／木村征代／際本多市／久保真太
郎／倉知里美／黒木昭子／孝橋裕美／
小髙靜／後藤安子／後藤泰子／後藤理
紗／小西紀代美／斉田真理子／佐々木
健児・ゆみ子／三本松三津江／清水美
知子／庄子幸子／新羅和子／菅洋子／
鈴木通文／瀬戸井初恵／相馬隆人／田
尾茂・ますよ／高澤美貴／田中貴美子
／田中啓／谷山美和子／堤祐子／寺林
公子／富田修／友松千草／永井勝也／
中川由美／中川亮／中谷良二／中野通
／中村滋／西川久美子／二野英子／長
谷川美穂子／花崎能理子／馬場順子／
鎺喜世多／林八重子／林祐己／原響子
／平林佳江子／福岡陽子／藤原朗／舟
﨑和誠／堀内登久子／松居安佐子／佐
野富栄／松田和子／松本沙耶香／三重
野哲／三木あゆ子／皆笹信二／宮本益
見／三好和香子／村上五郎／森原尚子
／安富睦／八束庸子／山口淳／山田潤
子／山本宏昭／行廣真紀／横田健／吉
岡久江／若林茂美

アジア子供支援フジワーク基金／飯嶋
朝子／飯田哲雄／伊佐地光寿／石神慧
美子／石神誠／伊藤恵理／岩岡幸衣／
梅田祥仁／大須賀丕出子／大塚恵子／
大原映子／大本和子／岡光子／岡田能
里子／小川誠／越智和子／角谷道子／
笠谷 寿美／加藤朝子／鎌田勝江／鎌
田重明／神本 文子／北野与志江／北
畑哲治／北村晏一／木村征代／日下早
衛子／児下美恵／小髙靜／後藤三津枝
／阪本美代子／佐藤理香／佐山早苗／
竺原恵美子／ＪＡＦＳ関東／白神博子
／瀬戸井初恵／田尾茂・ますよ／高瀬
稔彦／高田禎子／武内彩／竹田由美子
／田中壽美子／谷村 信彦／谷山美和
子／筒井利弘／冨松英二／中川亮／中
﨑 雄也／中橋康治・真由美／中山忠
愛／根津千枝子／野井洋正／長谷川雅
子／長谷川美穂子／鎺喜世多／原響子
／福岡陽子／福田忠明／藤原克彦／増
田愛子／松原第三中学校１年１組／松
村加奈理／水野礼子／三好一雄／三好
和香子／武藤三代子／武藤祐介／森下
正志／森田光子／山下由起／山田潤子
／吉田幸子／吉田聡子／吉田暢子／吉
田宏／和田幸子／渡部高明

●団体会費
アジア子供支援フジワーク基金／大阪
西野田教会／㈱クオリティデザイン／
パナソニックデバイス労働組合／枚方
・交野国際奉仕活動協会

●一般寄付
熱田親憙／雨森由美／池田直樹／伊奈
徹／小原純子／関西ナショナル・トラ
スト協会／桑村壽子／櫻井紘哉／篠原
勝弘／正法地浩／ソフトバンクつなが
る募金／土屋菊男／寺西浩章／冨松英
二／ナモナキビリオネラ／橋羽和樹／
藤原登志子／藤原正昭／藤原増子／眞
砂哲志／村上公彦／森本榮三／山口淳
／ ReShop KANAU
／脇家崇夫
●井戸積立
㈻清風学園／ＪＡＦＳぞうすいの会

宸也／村上聡代
○スリランカ
米田明正
○フィリピン
京セラ労働組合本部／京都暁星高等学
校／釜下金郎
○ネパール
京都暁星高等学校
○バングラデシュ
新保崇浩
●アジア・ネットワーク奨学会費
上野孝一／村上公彦
●アジア・フレンドシップ夢基金寄付
ＡＦＳインドグループ／ＡＦＳネパー
ル／ＡＦＳソルソゴン／夢基金支援会
／ＡＦＳロナラ
●アジア・ユースサミット寄付
冨松英二／㈲西田興産
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●社員会費
池田直樹／井上勇一／内山宏／大本和
子／岡本圭司／小原純子／小原孝彦／
白方誠彌／寺西浩章／中嶋啓子／ナリ
ンダーシンセティ／服部道代／平瀬勢
丈／松浦正／松原正

／田村京子／辻井昌子／出口和子／
／戸田恭子／富永た
Teresitae Sunga
け／永江敦子／中尾和子／中橋康治・
真由美／永原幹男／中山康夫／野井洋
正／乗田昌司／橋本芳樹／畠山基／畑
中義雄／原田佳子／廣田恵美／福岡仁
／福西礼子／藤田高淳／船越健司／古
谷佳世子／堀内眞弓／前田恵／前田安
太郎／松本佳成／三島明美／水ノ上成
彰／溝口治／水城実／宮野京子／向井
宏之／向出純子／武藤三代子／宗形充
弘／安田勝／矢野浩美／山地尚枝／湯
浅禎也／吉田敬市／吉田樹央／吉田元
比古
●法人賛助会費
㈱ウォーターネット／子どもの平和と
生存のための童話館基金／武田病院グ
ループ／日本労働組合総連合会大阪府
連合会／パナソニック㈱ＣＳＲ社会文
化部

●アジア・ネットワークセミナー寄付
アイビー歌声サロン／穐山常男／天野
貞男／天野澄子／有山京子／幾谷眞規
子／伊藤エリサ／小川冨／沖田哲男／
小原純子／柿島裕／栢下壽／川西秀樹
／江夏博美／古賀旭／小柳二郎／金剛
一智／坂口久代／櫻井紘哉／佐藤正明
・闊子／㈱三愛コスモス／ＪＡＦＳ歌
声サロン／新谷百代／大仁孝太郎／高
澤美貴／田中久雄／ＪＡＦＳ旅人／藤
間孝子／豊田祥二／中島ヒロ子／中村
正憲／西田貞之／ＪＡＦＳバーラト会
／橋本隆／長谷川千衣／畠山ひろみ／
福岡名津子／福西宗子／藤原克彦／古
川光照／古山陽一／法花敏郎／的場義
惠／村上公彦／毛利吉男／森本榮三／
山口かをる／吉田清史／吉田暢子／若
元良嗣／渡辺治彦

肥後橋官報ビル５階

●井戸建設支援
○カンボジア
イオングループ労働組合連合会／濵口

＜送り先＞

●里親会費

／寺川文二／東條保子／東代清隆／豊
島靖子／中西豊次／仁井恭子／野田真
美子／平原榮子／三浦邦子／南沢禮子
／南谷美保／山下理枝

拡げるために使わせていただきます。

●賛助会費
秋元千佳／足立暁／安藤幹雄／生駒晴
代／石田功夫／石山光子／市川晃／伊
東明子／伊藤恵理／岩岡幸衣／岩間美
佐子／鵜飼卓／大塩節子／岡光子／小
笠原達治／岡田能里子／岡本眞理子／

●ネパール子ども夢・基金
大原映子
●ネパール指定寄付
佐々木遡

イベントの案内を送るなど支援の輪を

●維持会費
秋山タカ子／上城戸清隆／浅尾佐江子
／安宅義人／石若達弥／市川秀一／伊
藤義人／井上公男／井上邦子／井上周
三／岩坪小夜子／上田慎子／植田延江
／宇田喜美子／宇野和子／岡本就介／
小川知佳／沖田哲男／小野孝博／片岡
伸介／加藤洋／壁谷桂子／河合忠和／
河口正隆／川副竹善／川那辺操／北村
真澄／木下四朗／久留須眞由美／小菅
八郎／小山明／佐藤高／佐藤根恵美／
澤村和子／品木吉明／白國哲司／杉本
牧子／鈴木浩／髙橋未央／辰巳桂子
／谷口ちゑ子／谷山祐子／玉木町子

●アジア・子ども支援
大和ハウス工業㈱／㈱テーブルクロス
／松尾慶治／饒平名知幸／渡邉瑠璃子
●インドネシア植林支援
イオンリテールワーカーズユニオン
●ネパール学校建設指定寄付
富田林地区会ラリーグラス／山田恵美
／渡辺治彦
●ネパール地震被災者支援
霜鳥正／饒平名知幸

す。郵便局にてハガキに交換し、地域

●フィリピン障害者支援
渡辺治彦
●地球幸せ募金
小代利子

お持ちでしたら、ご寄贈をお願いしま

●インド Ｈ･ＩＶ子どもと家族支援会費
苗村登美子
●インド・パダトラ小学校支援
有山京子／石原基義／伊藤勝／上田愛
瑠／沖田哲男／沖田文明／佐藤高／新
谷百代／髙杢好治／巽正憲／福岡名津
子／法花敏郎／村上和範／村上公彦／
山下良一／山田訓子／渡辺治彦／渡邉
瑠璃子／ドリアンプランニング

●東日本大震災復興支援寄付
小野寺知子／東代清隆

宛
アジア協会アジア友の会

●中国教育医療支援
渡辺治彦
●コスモニケタン指定寄付
二反田静子

●助成金
○インド・ムスカ村医療設備支援
日本労連連合・愛のカンパ

／神谷尚孝／河内長野市国際交流協会
／川西秀樹／岸本玲子／北道子／北畑
哲治／北村真澄／木下良子／木村千鶴
／葛谷友子／㈱クレコス／㈱グローア
ップ／小出裕司／河野直子／齋藤公代
／坂口久代／澤村和子／㈱三愛コスモ
ス／設楽宏幸／渋江理香／島田恒／Ｊ
ＡＦＳ歌声サロン／高岸泰子／白神博
子／菅洋子／瀬川真平／㈱創栄社／高
澤美貴／高瀬規佐江／高橋みわこ／武
生伸子／田中壽美子／田中久雄／田邊
眞裕／ＪＡＦＳ旅人／（医）天神山古
賀眼科／㈱ツールオカフジ／辻賢二／
辻澄子／富田修／中川寛子／中野為夫
桂
･ 子／中山康夫／奈蔵知子／西川京
子／㈲西田興産／西村節子／西村美和
子／西本悦子／（公社）日本キリスト
教海外医療協力会／寝屋川教会／特別
養護老人ホーム寝屋川十字の園／ＪＡ
ＦＳバーラト会／畑野研太郎／畠平恵
子／服部貢／パナソニックグループ労
働組合連合会／濱口みどり／早崎鉄也
／原田和幸／東野俊之／㈱ビケンテク
ノ／枚方・交野国際奉仕活動協会／平
野千晴／廣田恵美子／福岡名津子／福
澤邦治／福西礼子／藤原伊津子／藤原
正昭／古山陽一／本多礼子／前澤良子
／前田みどり／真嶋克成／佐野富栄／
松田静雄／松野光伸／丸井和子／水谷
惣一／三田村英宗／三林寿子／宮木健
一／宮本照佳／宗像千代子／森﨑律子
／森本匡昭／森本宥紹／矢賀繁之／山
田和広／山田穂積／山田不動産㈱／山
野和子／山本晴子／湯浅洋子／ユニチ
カ労働組合／吉田俊朗／饒平名知幸／
連合大阪／脇家崇夫／渡辺治彦／渡邉
瑠璃子／匿名希望 名

大阪市西区江戸堀1-2-14
〒550-0002

●スリランカ・サルボダヤ支援会費
實清隆
●スリランカ・サルボダヤ支援
渡辺治彦
●チャイルドアカデミー指定寄付
因幡明洋／大阪府立三島高等学校国際
交流部
●ネパール・バイオガス寄付
設楽宏幸

●物品・日用品・食料品等寄贈
阿部委功子／天野澄子／井上寧子／宇
都かおる／大澤淑／大本和子／木内
寛子／くぼりクリニック／下久保恵子
／新茨木ボランティア友の会／仁義千
春／新谷広美／杉野佳代／高橋美也子

年賀状の残りなど、書き損じハガキを

50

● 周年記念募金
アイビー歌声サロン／浅井聡子／浅野
直人／浅野弘／ＪＡＦＳ事務局／東静
代／熱田親憙／天野澄子／有山京子／
イオングループ労働組合連合会／池田
直樹／池田美奈子／池田悦子／石田武
／（社福）一粒福祉会／伊藤エリサ／
因幡明洋／今井利子／岩田芳晴／岩坪
小夜子／上田律子／上村いつ子／㈱ウ
ォーターネット／㈻エール学園／枝川
豊／戎野博太郎／㈱ＯＳＧコーポレー
ション／大塩節子／大谷臣子／大友恵
美／大本和子／岡三証券㈱／岡田一／
岡本佳子／小川誠／興津謙太郎／奥村
文子／小原俊之／梶谷阿久里／加芝ナ
ミ子／柏木道子／㈱カステロ／加藤喜
代子／加藤紀子／金子文子／神峯山寺

書き損じハガキ寄贈
お願いします

30
30

●ネパール・ピトゥリ支援会費
小川幸子／倉光和之／小松朱美／前田
美津代／前田豊／宮本博幸
●ネパール・地域医療支援
渡辺治彦

40
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勉強したくても経済的な理由で学校に行け
ない、進学の道を絶たれる。アジア協会では

という新聞社のオンライン
Dhaka〟
ニュースの編集者をしています。こ

太陽や風など自然エネルギーによる発電量が天候

リチウムイオン蓄電池に余剰電力を貯めておいて
により変化し電気を安定供給できない欠点に対し

自分の家で使うという方法もあります。ノーベル
て、リチウムイオン蓄電池を使うことで発電量の

化学賞の研究成果を使うのと、どちらが良いかと
変動を平準化でき、二酸化炭素を出さない自然エ

少し迷いますが、わが家の場合、家計および蓄電
ネルギー発電の利用が進むと期待されています。

池を生産流通する環境負荷を考えると、蓄電池の
私も家庭での太陽光発電の余剰電力買取制度が

導入はしないでおこうと思います。燃料電池エネ
始まった初年度2010年4月に、太陽光発電を始め

ファームも設置し自家発電しており、夜はその電
ました。太陽のおかげで明るい昼があり、温かく

気もあるので蓄電した電気の使い道があまりな

ＡＦＳバングラデシュ

ゴータム ブ･ッダ モ･ンダル
なくす」ことをテーマにアジア各国
で活動していることに感銘しメンバ
ーになったのです。
バングラデシュはご存知のとおり
人口密度の高い国です。貧困に苦し

ます。まだまだＪＡＦＳと共に活動

することができていませんが、一緒

に活動し、皆さんにバングラデシュ

の魅力を知っていただきたいです。
貧しくはありますが、素晴らしい

ところもたくさんあります。特に農

村部の人たちは非常に誠実で親切、

そして働き者です。そんな人たちと

のふれあいからＪＡＦＳメンバーと

バングラデシュの友好がさらに発展

することを願っています。
◇
落ち着いた穏やかな雰囲気の中に

ユニークさを持ち、今後バングラデ

シュの活動を牽引してくれることを

期待する新メンバーです。

後

記

（ＪＡＦＳ事務局）

集

方貞子さん、中村哲さんと
いう日本の国際協力の先人

月、被爆地・

ワンダなどの難民保護で紛争地を
駆け巡った︒﹁何よりも人命が最
優先﹂と考え、現場主義を徹底し
た行動は、JAFSの姿勢と重な
って見える︒合掌（督）

26
2020年冬
アジアネット140号

そんなアジアの子どもたちを里親制度で支援
しています。今回はインドの里子の生活をお
伝えします。
む人も多くいます。私には、そのよ
うな地域の子どもたちのために学校
がる人を育てたいという夢がありま

水・食事が足りなくても夢にチャレンジ
を十分にとれない日もよくあります。
す。そのためには、ぜひとも日本の

を作り、教育により貧困から立ち上
ダイワント・コラカール君は日印友
家には水道やトイレなど生活に必要

好学園コスモニケタンの

戸に水くみに行くのが彼の仕事でした
のマスコミの仕事を通し、バングラ

な設備は何もありません。登校前に、

で通学しています。父は日雇いの農夫
が、雨がほとんど降らないため井戸は
デシュの抱える様々な社会問題、コ

の中学３年生に当たる）です。学校か

として働いていますが、ここ数年、雨
干上がっています。週に２回給水車が
ミュニティー・労働権・インド国境

たいと思っているのですが、他の選択肢として、

皆さんのお力をお借りしたいと思い

年生（日本
首都ダッカで
“The Daily Samakal

期にも雨が降らないことが多く植え付
来ることになっていますが、その給水

父の手伝いをするのと村の共同露天井

けができず、農場での仕事がないこと
車が来ないこともあり、生活に必要な

・難民・ HIV/AIDS
など目のあたり
にしてきました。貧困で苦しんでい

㎞以上離れた村からスクールバス

も多くなっています。そんな時は同じ
水を十分に得られないことで家族は今

績を身近に感じた方も多かったと思います。また

ら

く日雇い労働者の母と、牛飼いの仕事
る人たちに自国の者として何かしな
ければという思いを持ち、取材した

とても困っています。
そんな中でも、今はコスモニケタン
ことを書籍にして出版、より多くの

ら少しでも自然エネルギーを電力網に供給し続け

里子の笑顔／アジアの友から

に行きますが、収入が少ないので食事
での最終学年で、春には中学校修了試
人にこの現状を知ってもらいたいと
それがきっかけで２０１６年に神

験があるので、今年はチャレンジの年
彼はいい成績で試験をパスして高校
戸学院大学に招聘され、来日の機会

願っていました。

に行き、将来は警察官になるという夢
を得ました。その際にＪＡＦＳ事務

にしたいと勉強に励んでいます。

の実現に近づきたいと思っています。
所を訪問し、ＡＦＳの活動を知りま

池であったことが改めて紹介され、偉大な研究業

しょうへい

里親さんのご支援で今まで学び続けて
した。自国最大の問題である貧困を

買ってもらえなくとも、わが家の太陽光発電所か

編

緒

は令和の時代を天からどのように
見ておられるのか︒平和の世のた
めに、沢山の宿題を新しい年に一
しい年を迎え、令和初のお

つでも多く実現しよう︒（典）
正月です︒新しい心を持
ち、初心に帰り、恵まれない子ど
もたちに対する支援の輪を広めよ
うではありませんか︒子どもの気
持ちになって考える一年でありま

救うべく支援する命が奪わ

争で失われる命あり、命を

すように︒（金）

戦

れることあり、国内も事件あり︒
自分以外を尊重する心が足りない
から︒環境問題も然り︒本能や欲

める︱昨年

べての犠牲者を記憶にとど

寄せ合い和する時代へ︒（川）

す

国連難民高等弁務官の緒方

思いを強くしました︒（敏）

声を思い出し、改めて核廃絶への

近く前に取材した被爆者の遺族の

フランシスコの言葉です︒半世紀

広島を訪れたローマ教皇（法王）

11

貞子さん逝く︒クルドやル

元

環境コラム／編集後記

こられたことを、本当に感謝していま

50,000円

（JAFSスタッフ
に向かいました。買電よりも高額で売電できてい

新

削減したい私の考えと同じ「貧困を

的なIT進化を支えてきたのがリチウムイオン電

（編集スタッフ

入会ご案内
皆さまが会員となってサポー

Ｅ．法人賛助会費 年額１口

リチウムイオン電池

にいると、これを実感して少し安心します。

川本 裕子）

大本 和子）

次終了。わが家も2020年4月で終了します。私は

す。

開発した吉野彰氏に授与されました。近年の革新

「教育で貧困なくせ」新聞社から発信

トしてくださることで、安定し

20,000円

ません。一度、発電見込量と消費電力量、導入費
完結できるのです。夏の昼にクーラーをかけた家

E-mail: asia＠jafs.or.jp
三菱UFJ銀行中之島支店 普通1007011

望よりも冷(
令)
静な理性を働かせ

年額１口
Ｄ．団体会費

ルギーからの自家製電気だけで暮らせるかもしれ
冷ますことができ、他のエネルギーを使わず自己

FAX: 06-6444-0581

た活動計画ができます。継続し

1,000円

は要しますが、その後は電気を買わずに自然エネ
ていますが、太陽による暑さを太陽による電気で

りいたしますので、ご連絡ください。
年額１口

両者とも価格が下がってきていますし、初期投資
す。温暖化の今、夏のクーラーの必要性は高まっ

ただける内容です。ご希望の方にはお送

自 己 ・自 国 主 義 よ り も 美 し く 心 を

Ｃ．ジュニア会費（高校生まで）

と蓄電池セットでの自家発電は良いと思います。
れもします。温かい太陽で冷やすこともできま

した。当会活動の歴史と全容を知ってい

た活動をしていくためにも、ご

（月額600 円＝振込手数料含む）

でも新規にお考えの方にとっては、太陽光発電
代にあっては、太陽の恵みを電気に変えて受けら

歩みを1冊にまとめた記念誌を作成しま

協力をお願いいたします。
（月額1,000 円）

発電の電気で充電できるなとは思っています。
ばらしい恵みを受けて生きてきたわけですが、現

JAFS創立40周年を記念して、40年間の
6,000円
年額１口
Ｂ．賛助会費

アジアネット140号
2020年冬
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●対象国はインド、カンボジ
ア、ネパール、バングラデ
シュ、フィリピンです
●会費は里子１人年額
20,000円。複数も可です
●里親には、里子の写真や成
長記録をお届けします

用と今お支払いの電気代などシミュレーションし

「アジア里親の会」
里親募集
将来的に電気自動車を持つことになれば、太陽光
られる。動植物も育つ。人間はもともと太陽のす

40 周年記念誌あります
12,000円
年額１口
Ａ．維持会費

てみられてはいかがでしょうか。
この余剰電力高額買取が、2019年11月から終了

く、またエコとは言え設備だらけにもなるので。
なり、風が起こり、雲がわき、雨が降り、水も得

TEL: 06-6444-0587

郵便振込 00960-6-10835

会費・寄付の振り込み先

10

たのですが、売電期間が10年に達した家庭から順

10
ノーベル化学賞が、リチウムイオン電池を研究

募金にご協力をお願いします

アジアの安全な飲料水がない地域で

00960-6-10835アジア協会アジア友の会

貧困に苦しむ人たちを支援する活動に使われます

郵便振替

▲将来の夢は「警官になってこの村を

HPもご覧ください

守るんだ！」＝2019年３月、ネパール
・シンドゥパルチョーク郡インドラワ
ティ村
◀表紙の写真

インドネシア、バリ島

で初の世界遺産として2012年に登録
された広大なジャティルウィ棚田（ラ
イステラス）。見学に訪れたアジア国
際ネットワークセミナー参加者たちの
周囲に、二期作、三期作で栽培された
イネが豊かに育っていた＝2019年10月
11日、４～９㌻にセミナーの特集記事

編集・発行：公益社団法人 アジア協会アジア友の会
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-14 肥後橋官報ビル５階
☎ 06-6444-0587 FAX 06-6444-0581
URL：https://jafs.or.jp E-mail：asia＠jafs.or.jp
2020年 1月 140号
発行人：萩尾千里
編集人：村上公彦
広報企画委員長：法花敏郎
編集アドバイザー：松本 督、黒沢雅善
編集スタッフ：熱田典子、岩﨑準一、大本和子、柿島裕、
金井英夫、川本裕子
印刷製本：あさひ高速印刷株式会社

